
平成14年｢海の旬間｣実施計画
平成１４年４月25日
国 土 交 通 省

Ⅰ．「海の旬間」（７月２０日(土)～３１(水)）の実施にあたっては、「海の旬間」実施要領によるほか、この実施計画によるものとする。

Ⅱ．実施事項
次のとおり実施するものとする。
なお、現在調整中の事項については、「海の旬間」にむけて調整を進めることとする。

１．海の祭典
実 施 事 業 事 業 の 概 要 実 施 主 体 日 時 場 所

2002年第17回｢海の祭典｣ 石川県金沢市、七尾市及び県内で、秋篠宮 ｢海の祭典｣実行委員会、独立行 石川県、金
同妃両殿下の御臨席を賜る記念式典・祝賀 政法人 航海訓練所、海上保安 沢港及び七
会、シンポジウム等多彩なイベントが開催さ 庁、気象庁、日本船主協会、日本 7/20～ 尾港を中心
れる。 旅客船協会、日本海事広報協会、 7/28 として県内

日本海事財団、日本港湾協会、日 一円
本内航海運組合総連合会、日本海
洋振興会、日本船舶振興会、Ｂ＆
Ｇ財団、日本水路協会、海上保安
協会



２．広報・周知活動
実 施 事 業 事 業 の 概 要 実 施 主 体 日 時 場 所

スローガン、シンボルマーク、シ スローガン｢海にひらこうわれらの未来｣、 実行委員会 旬間中 全国各地
ールによる広報活動 シンボルマーク等をポスター、広報資料、旗

等に使用する。
海に関する｢歌｣による広報活動 全国の各行事で｢海の歌｣等を歌う。 実行委員会 旬間中 全国各地

ポスターによる広報活動 ｢海の旬間｣｢海の日｣等のポスターを作成 実行委員会、日本港湾協会、日 旬間中 全国各地
し、配布及び掲示する。 本水路協会、海事関係団体連絡会
また、関係各所に掲出依頼を行う。

マスコミ等を通じて行う広報・周 平成14年｢海の旬間｣の実施について記者ク 実行委員会、国土交通省大臣官 旬間中
知活動 ラブを通じて広報を行う。 房広報課・海上保安庁総務部政務

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネ 課政策評価広報室、海事関係団体
ット等を利用し積極的に広報活動を行う。 連絡会、全日本海員組合

字幕の掲出 官公庁、海事関係会社、船舶等に掲げる。 実行委員会、国土交通省、海上 ７月中旬 全国各地
保安庁、日本海事財団、日本海事 ～下旬
広報協会

｢海の日｣の旗の掲揚 ｢海の日｣の旗の掲揚を提唱する。 実行委員会、日本海事広報協会 ７月 全国各地
パンフレット等の作成、配布 イベントガイド、パンフレット等を作成し 実行委員会、日本海事広報協 ７月 全国各地

広く一般に配布する。 会、海上保安協会、海事関係団体
連絡会、全日本海員組合、日本旅
客船協会

海事関連刊行物の発行 ｢数字で見る日本の海運・造船｣｢数字で見 日本海事広報協会 7/20 全国各地
る港湾｣「海上保安新聞（海の旬間特集 日本港湾協会
号）」｢内航海運の現況｣等を発行する。 海上保安協会

海や水辺をきれいにする 海洋環境の保全に対する関心を高めるため 実行委員会、Ｂ＆Ｇ財団、日本 旬間中 全国各地
キャンペーン ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得て「Ｂ＆Ｇｸﾘｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞ 海事広報協会、全日本海員組合、

ﾙ」｢ﾋﾞｰﾁｳｫｰｸｸﾘーﾝｱｯﾌﾟ大作戦｣｢ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰ 日本海洋少年団連盟
ﾝ｣等、港湾･海浜等の清掃活動、ﾏﾘｰﾅ周辺の
美化運動を行う。



３．イベント
実 施 事 業 事 業 の 概 要 実 施 主 体 日 時 場 所

実感！マリーンウィーク０２ 全国のマリーナ等を開放し、プレジャーボ 「実感！マリーンウィーク０２」 7/1～ 全国各地の
ートへの体験乗船等及び地域共催型のイベン キャンペーン実行委員会 8/31 マリーナ等
トを実施する。

ボート天国 港湾内に、ディンギーヨットやボードセー 実行委員会、海上保安庁、海上 5月～ 全国各地
リングを自由に楽しめる海域を設けるととも 保安協会 10月
に、ヨット教室等を開催する。

海と船の体験教室 海に面していない県下の児童を招待し、海 海事関係団体連絡会 7/20 東京湾内ク
事施設見学や乗船体験を実施。 ルーズ船

ミス日本「海の日」によるキャン ミス日本「海の日」を起用して海の日、海の 海事関係団体連絡会 ５月～ 全国各地
ペーン 旬間キャンペーン活動を展開する。 ８月
海・船体験教室 ベイクルーズ船、帆船、水上バス等の体験 日本海事科学振興財団 7/20～ 船の科学館
「ワールドシーワールド夏」 乗船、及び展示会等を実施する。 7/23 周辺海域
「ワールドシーワールド 小・中学生を中心に、親子で楽しめる船の 日本海事科学振興財団 8/1～ 船の科学館

海・船子供教室」 模型工作・実験室を、関係資料の展示ととも 8/31
に開催する。

Ｂ＆Ｇ海洋体験セミナー 全国の青少年を対象に沖縄県において海洋 Ｂ＆Ｇ財団 7/26～ 沖縄本部町
性レクリェーションの体験や自然体験学習を 8/30
通じて海・環境等に係わる理解を深める。

商船Ｂ＆Ｇマリン大学 都民等を対象に海洋性レクリエーション体 Ｂ＆Ｇ財団 7/20 東京都江東
験イベントを実施し海洋性レクリレーション 区
普及に努める。

柏崎マリンスポーツフェスタ ｼﾞｪｯﾄｽﾎﾟｰﾂﾌﾘｰｽﾀｲﾙ全日本選手権ｼﾘｰｽﾞ マリンスポーツ財団 7/14～ 新潟県
各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会、水上安全講習会な 7/15 柏崎市
どを開催する。

マリンスポーツフェスタｉｎ 各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会を開催する。 マリンスポーツ財団 7/21 神奈川県
葉山（仮称） （健常者及び身障者） 葉山町

よこすかうみかぜｶｰﾆﾊﾞﾙ 各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会を開催する。 マリンスポーツ財団 8/3～ 神奈川県
（陸上ｲﾍﾞﾝﾄ含む） 8/4 横須賀市

マリンスポーツフェスティバル 各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会を開催する。 マリンスポーツ財団 8/3～ 福島県
ｉｎいわき （陸上ｲﾍﾞﾝﾄ含む） 8/4 いわき市
マリンスポーツフェスティバル 各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会を開催する。 マリンスポーツ財団 7/27～ 和歌山県
ｉｎわかやま （健常者及び身障者） 7/28 和歌山市
リバーサイドパーティーｉｎうし Ｆ3000全日本選手権シリーズ マリンスポーツ財団 8/24～ 茨城県
ぼり Ｆ550全日本選手権シリーズ 8/25 潮来市



各種ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ体験乗船会を開催する。
桂宮杯第47回全日本学生水上ｽｷｰ 桂宮杯第47回全日本学生水上ｽｷｰ選手権大 マリンスポーツ財団 8/14～ 千葉県
選手権大会 会 8/18 小見川町
お天気フェア 気象知識の普及および、防災意識の高揚の 日本気象協会 7/26～27 東京

ため各種イベントや展示、お天気相談等を実 未定 札幌
施する。 未定 福岡

海のシンフォニー 海に関係の深い曲を中心としたクラシック 日本船主協会 7/21 ＮＨＫ
ファミリーコンサート コンサートを開催する。 ホール
青少年の海洋環境教室 小・中学生を対象に、官庁船、フェリー等 日本海事広報協会 ７月 全国各地

の体験乗船と海事施設の見学会の開催。
海洋少年団地区大会 全国12地区連盟が主催して各地で大会を開 日本海洋少年団連盟 ７月下旬 全国各地

催する。 ～
ライフジャケット着用推進キャン ライフジャケットの着用推進を図るため、 海上保安庁 旬間中 全国各地
ペーン 各種のイベント等を実施する。

海の図画及び写真展・コンクール 中学生対象の｢全国海の絵画コンクール｣､ 実行委員会、日本海洋少年団連 7月、8月 全国各地
小学生以下の児童対象の｢我ら海の子展｣、プ 盟、日本海事広報協会、日本海技
ロ及び船員対象の｢日本の海洋画展｣､人と海 協会、全日本海員福祉センター、
のﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ｢ﾏﾘﾅｰｽﾞｱｲ｣､｢豊かなｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄﾌｫﾄ 日本船舶振興会、日本港湾協会、
ｺﾝﾃｽﾄ｣等を実施する。 全日本海員組合

海洋文学大賞 海や船をテーマにした海洋文学作品を募集 日本海事広報協会、日本船舶振 贈賞式 船の科学館
し、優秀作品を選考のうえ、贈賞式を行う。 興会 7/26

海事映画、ビデオ上映会及び 小・中・高生を対象とした海の映画、ビデ 実行委員会、日本海事広報協会 旬間中 全国各地
講演会 オ上映会及び講演会を実施する。
海上・街頭パレード 海上保安庁の巡視船、一般の船舶等による 実行委員会、海上保安庁、日本 7/20～ 全国各地

海上パレード、一般市民の参加による街頭パ 海洋少年団連盟、日本船舶振興
レードを行う。 会、全日本海員組合 8月上旬

静岡県沼津市ヨットレース等 全日本ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝRB級選手権大会 7/28、29
和歌山県全日本FJ級選手権大会 日本セーリング連盟 7月下旬
宮城県名取市第２７回全国少年少女ﾖｯﾄ大会 8/3 ～5
神奈川県三浦市相模湾ｵｰﾌﾟﾝﾖｯﾄﾚｰｽ 7/20
三重県鳥羽市第４３回鳥羽ﾊﾟｰﾙﾚｰｽ 7/26～28
鹿児島県鹿児島市火山めぐりﾖｯﾄﾚｰｽ 7/19～23
三重県伊勢市ファミリーレース 7/20,21
愛媛県堀江海岸8/3,4



兵庫県西宮市8/4～10
宮城県名取市ｼﾞｭﾆｱｾｰﾘﾝｸﾞ体験 7/20,21
兵庫県姫路市7/27
千葉県教職員指導者講習会 7/27,28
茨城県霞ヶ浦ﾖｯﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ霞ヶ浦２００２ 7/20～22
茨城県玉造町ヨット体験教室 Ｂ＆Ｇ財団 7/28
千葉県鋸南町海洋スノーケリング Ｂ＆Ｇ財団 7/14

若者の水難救済ボランティア教室 中学生を対象とし、体育館又はプール等で 日本水難救済会 ５月～ 全国各地
の開催について 海浜事故防止及び救助方法等を教え水難救済 10月

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動思想の普及啓蒙をおこなう。
神奈川県横浜港大桟橋クルーズ・トークショウ他 クルーズ客船の楽しさを一般市民に紹介す 日本外航客船協会 旬間中の
客船ターミナルるためにクルーズに関する展示会等を行う。 １日

４．相談・指導
実 施 事 業 事 業 の 概 要 実 施 主 体 日 時 場 所

全国海難防止協調運動 海難防止思想の普及と高揚を図るため、体 海上保安庁、海上保安協会、日 7/16～ 全国各地
験航海、訪船指導、講習会等を実施する。 本海難防止協会 7/31

訪船指導 海洋汚染防止思想の普及と高揚を図るため 実行委員会、海上保安庁 旬間中 全国各地
訪船指導を行う。
訪船安全・衛生技術指導員が訪船し、安全 船員災害防止協会 旬間中 全国各地

・衛生に係わる細目について指導助言する。
小型船舶に対する受検指導 水上等で小型船舶に対する受検指導と安全 実行委員会、日本小型船舶検査 旬間中 全国各地

思想の普及を実施する。 機構
四日市（三重）、八戸サバイバル・トレーニング講習会 遭難時における船員の生存技術に関し､膨 船員災害防止協会 ７月中
（青森）、宮津（京張式救命いかだの展張等の実技､並びに衛星
都）、川南（宮崎）EPIRB､GMDSS機器の正しい取扱法等の教育訓

練を実施する。
無料健康相談 船員等を対象に無料健康相談等を行う。 日本海員掖済会 旬間中 各病院等
臨時海の相談室 海に関する相談に応じるほか、図誌類の展 海上保安庁、日本海事科学振興 旬間中 船の科学館

（東京）示を行いﾘｰﾌﾚｯﾄ等資料の配布を行う。 財団、日本水路協会



５．その他
実 施 事 業 事 業 の 概 要 実 施 主 体 日 時 場 所

海事関係功労者の表彰 海事功労の顕著な者及び海をきれいにする 国土交通省、実行委員会、関係 旬間中 全国各地
ための一般協力者の奉仕活動に対して、表彰 海事10団体、日本海事広報協会
・記念品の贈呈及び祝賀会を行う。

汽笛の一斉吹鳴 ｢海の日(７月20日)｣の正午を期して、汽笛 実行委員会、独立行政法人 航 7/20 全国各地
の一斉吹鳴(10秒～30秒の長音を1回)を実施 海訓練所、海上保安庁
する。

船員慰労、慰問関係 在港船舶及び傷病入院中の船員等に記念品 実行委員会 旬間中 全国各地
の贈呈等による慰問活動を行う。

海洋関係諸施設、船舶等の一般公 国土交通省、海上保安庁、気象庁、独立行 独立行政法人 海上技術安全研 旬間中 全国各地
開、体験乗船 政法人の海洋関係施設及び船舶の一般公開、 究所、国土技術政策総合研究所

体験乗船を行う。 （横須賀）、独立行政法人 港湾
空港技術研究所、海上保安庁、気
象庁

海事施設の見学会 博物館､水族館､港湾施設等の海事諸施設の 実行委員会、 旬間中 全国各地
見学会を行う。 日本海事広報協会

一日船長等 著名人等による一日船長・海上保安官・港 実行委員会、海上保安庁 旬間中 全国各地
長等を実施する。

青い羽根募金活動 ｢青い羽根募金｣活動への協力を行う。 日本水難救済会 7/20～ 全国各地
8/31

Ⅲ．Ⅱの実施事項のほか、海との深い関わりについてより一層の理解を深めることに重点を置いて幅広く活動を行う。
また、地方毎の特色を生かした事業を実施し、各種行事が有機的に連携して、「海の旬間」の目的を達成するよう努める。


